
 ９㎏級   小玉結佳子 小玉ジュニア

10㎏級   江上騎皇 ＬＩＺＥ　ＫＩＤ

12㎏級   冨田大輝 だっぺクラブ

15㎏級   小玉龍成 小玉ジュニア

12㎏級   牛窓尊天 レッスルウィン

13㎏級   酒井壮大 野田レスリング

14㎏級   阿部優菜 クリナップ 山川奏太 KanＣ lub

15㎏級   エスマイリ・ドラバティ･ナディア 市川コシティ

16㎏級   土屋日彩 レッスルウィン 柿田　笑 レッスルウィン 志田彩桜 六機キッズ 永田弥來 レッスルウィン

14㎏級   神生萌那 ひたちなか 冨田晴輝 だっぺクラブ

15㎏級Ａ 齊藤　福 六機キッズ 迫田英士 みちる幼稚園

15㎏級Ｂ 新妻洋葵 ひかり幼稚園 渡辺響己 みどり幼稚園

16㎏級   小笠原悠力 フェニックス 保坂彪悟 ひかり幼稚園 眞山美樹 アライアンス

17㎏級   齊藤　誉 六機キッズ 西川　朔 レッスルウィン 正木奏光 松戸ジュニア

18㎏級   北村祥真 高田道場 志田青一賢 六機キッズ 小形純暉 フェニックス 植原結人 ポゴナクラブ

20㎏級   松本愛菜 六機キッズ

＋20㎏級   鈴木大晴 フェニックス

15㎏級   小塩千尋 レッスルウィン

16㎏級Ａ ガレダギ愛千 イランレスリング 古市せら 野田レスリング 吉田旺星 KanＣ lub

16㎏級Ｂ 奥山太陽 PUREBRED　 大吉諒卓 ロータス世田谷

17㎏級Ａ 堂本　祐 高田道場 柴崎称軌 KRAZYＢ EE 田中真紀斗 フェニックス 大内優美 ひたちなか

17㎏級Ｂ 小室滉太朗 レッスルウィン 山本　汐 みどり幼稚園 中園心夏 ハナサキ 土屋千佳 沼津レスリング

18㎏級   久保颯大 ロータス世田谷 佐藤暖真 アライアンス 新保威風 練馬谷原くらぶ 星　清雅 イランレスリング

19㎏級Ａ 小笠原煌真 松﨑ジュニア 青柳晃正 フェニックス 林　周祐 レッスルウィン

19㎏級Ｂ 吉田一花 さくら幼稚園 飯見心虹 PUREBRED　 宮田陽人 松﨑ジュニア

20㎏級Ａ 永田聖魁 レッスルウィン 石井　心 松戸ジュニア 齊藤駿哉 ロータス世田谷

20㎏級Ｂ 長谷川宥伍 レッスルウィン 磯野智樹 ロータス世田谷

21㎏級Ａ 鈴木信繁 ひかり幼稚園 中川栞汰 みちる幼稚園 菅野大希 高田道場

21㎏級Ｂ エスマイリ・ドラバティ･亜琉真 市川コシティ 丸山琥治朗 みちる幼稚園

22㎏級   中上　航 山梨ジュニア 加藤悠真 高田道場 中村望夢 ポゴナクラブ

23㎏級   水上翔太 レッスルウィン

16㎏級   中園和奏 ハナサキ

17㎏級   牛窓勝心 レッスルウィン 土井快太 KanＣ lub 田幡美來 AACC

18㎏級   永田裕生 レッスルウィン 齋藤航誠 小玉ジュニア

19㎏級Ａ 福永　陽 ひかり幼稚園 永井斗真 アライアンス 土井悠貴 練馬谷原くらぶ

19㎏級Ｂ 小松世夏 練馬谷原くらぶ 内村楓太 高田道場 伊藤陸紅 レッスルウィン

19㎏級Ｃ 佐藤裕真 みどり幼稚園 堀田笑生 練馬谷原くらぶ 富田恭介 レッスルウィン

20㎏級Ａ オビオラクリスティアン･龍 KRAZYＢ EE 土屋悠空 レッスルウィン 江間大登 ロータス世田谷 松井惟士理 AACC

20㎏級Ｂ 新村　瞬 KRAZYＢ EE 小島凛晴 野田レスリング 相島一穂 練馬谷原くらぶ

20㎏級Ｃ 志賀隆太郎 PUREBRED 冨田龍輝 だっぺクラブ 和田椰絃 松﨑ジュニア

21㎏級Ａ 齋藤立曉 ロータス世田谷 小笠原櫂真 フェニックス 若木　晴 高田道場

21㎏級Ｂ 横瀬悠生 クリナップ 山本涼太 市川コシティ 大西絆仁 高田道場 大木一真 レッスルウィン

21㎏級Ｃ 石塚大輔 取手クラブ 堤　里南 沼津レスリング

21㎏級Ｄ 野村和翔 レッスルウィン 清水楽人 取手クラブ 木場理人 市川コシティ 小松蓮奈 クリナップ

22㎏級Ａ 西川　陽 レッスルウィン 高田龍之介 レッスルウィン 林　龍太郎 高田道場

22㎏級Ｂ 阿部圭悟 練馬谷原くらぶ 高田寅次朗 レッスルウィン 野澤直樹 小玉ジュニア

23㎏級   土肥利羽 KRAZYＢ EE 内海　楽 AACC

24㎏級Ａ 齊藤巧将 六機キッズ 酒井　禅 野田レスリング 小形晃奨 フェニックス

24㎏級Ｂ 保坂樹奈 ひかり幼稚園 増子文翔 みどり幼稚園 大川光紀 霞ヶ浦アンジュ

25㎏級Ａ 今室有惺 取手クラブ

25㎏級Ｂ 森田煌生 レッスルウィン 島田悠生 道野辺保育園 須貝頼勇 練馬谷原くらぶ

26㎏級   諸星悠也 PUREBRED 加藤慎隆 練馬谷原くらぶ

27㎏級   齊藤寧彩 十和田クラブ

28㎏級   志田泰一生 六機キッズ 水橋　毅 松戸ジュニア

29㎏級   小室慶太朗 レッスルウィン

30㎏級 丸山琥太郎 みちる幼稚園　

年長20㎏：オビオラクリスティアン龍（KRAZYＢ EE）

年少18㎏：北村祥真（高田道場） / 年中22㎏：中上　航（山梨ジュニア） /年長17㎏：牛窓勝心（レッスルウィン）

年長24㎏A：齊藤巧将（六機キッズ） / 年長24㎏B：保坂樹奈（ひかり幼稚園）　　　　

平成27年8月23日 / 福太郎アリーナ（鎌ヶ谷市民体育館） 平成27年度･第20回  関東幼児レスリング大会

【最優秀賞】

【優 秀 賞】

年  中

年  長

第１位 第２位 第３位階級

年  少

年少未満
 

１才～２才

年少未満
 

２才以上




